その課題を解決する専門 家集団です
異分野の現場と企業を知る力。
日経 B P総研は
８つの専門研究所から構成される
シンクタンク集団です。

《技術・エネルギー》

《経営》

《マーケティング》

クリーンテック
研究所

ビジョナリー
経営研究所

マーケティング
戦略研究所

新テクノロジーとエネルギーの分野を

ビジョンを掲げ、持続的な企業成長

消費トレンドをとらえ、商品開発、

対 象に、調 査・分析、戦略立案、政

を目指す経営者のために、経営にか

マーケティング支援から組織活性

策提言、顧客開拓などを支援します。

かわる重要課題の解決をお手伝いし

化、人材育成まで幅広くサポートし

ます。

ます。

日経 BP社が持つ専門性と、メディアならではの発信力を駆使して、
マーケティング活動、ブランド構築、技術開発にわたって
企業活動や政策推進のあらゆる課題解決を支援します。
これまで数々の支援を実施し、高い評価を得ている専門研究所を束ね、

《建築・不動産》

《産業・社会》

社会インフラ研究所

イノベーション
ICT 研究所

未来研究所

建築、土木、住宅、不動産分野をカ

ICT 分野全般をカバー。調査・コン

産業と社会の未来像を描き、それを

バー。幅広いネットワークを生かし、

サルティングや研究会運営、マーケ

もとに企業の中期計画策定や新事業

企業や政府の情報戦略をサポートし

ティング支援など幅広くサポートし

立案、市場開拓を支援します。

ます。

ます。

総合力でお手伝いします。

《医療》

解を探し、道をひらく

《情報・通信》

《中小企業経営》

メディカル研究所

中小企業経営研究所

医療分野での深い知見とネットワー

日本経済を支える中小企業が末永く

クをもとに専門調査・コンサルティ

成長できる社会を創るため、情報発

ング等のソリューションを提供いた

信やリサーチなど様々な形で会社の

します。

経営を支援します。
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日経 BP 総研

ユニーク な強み

独自の視点・分析、
専門領域の人脈・場の創出。
真似のできないソリューション
経営、IT、電子機械、バイオ、医療、建築土木、生活情報など
広い分野の専門メディア／専門記者を持ち、それぞれの
分野で研究会／イベント／展示会を開催している強みを活かし、

編集力・
発信力

他にはないユニークな手法で課題解決をお手伝いいたします。

調査・取材・分析の専門能力を保有した
研究員が、現状を分析し、問題解決法

広い視野
深い知見

を「編集」します。社外ネットワークも
活かしてベストなドリームチームもプロ
デュース。全力で課題解決にあたります。

場の創出力
計画立案をご支援するだけにとどまら
ず、イベント・マッチング・コンソーシ

企業・業界を知り尽くすための調査を実

アム形成などの場の創出までを実行。実

施、各専門分野でのレポートを数多く発

際のアクションもサポートします。

行。企業ブランド、
顧客満足度、女性活用、
ヒット商品など多彩な切り口でランキン
グ調査も実施しています。

主な発行レポート

社脈
知脈

解を探し、道をひらく

→世界ドローン総覧
→ IoT プロジェクト総覧（社会インフラ編）
→ビッグデータ総覧
→グローバルメガトレンド 2015-2050

50 以上のメディア、400 名以上の専門記

集積力
分析力

者から選ばれた、編集長経験者も含めた

月に 1 億を超える専門メディアサイトへ

強力なメンバーが研究員に。あらゆる業

のアクセスデータやコンテンツデータを

界の深い知見とキーマンへのネットワー

保有しあらゆる業種・職種の旬な「興味

クを保有した専門家集団です。

関心」を把握しています。

（英エコノミストグループと共同開発）

など
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日経 BP 総研がお手 伝いできること

《ソリューションマップ》

日経 BP総研がご提供するソリューションの、ごく一部を紹介します。
まずはお悩みをお聞かせください。最適な解決案をご提示します。

経営

事業
創出

未来に先んじて手を打ちたい

1 未来予測プログラム

経営のレベルアップを図りたい

2 経営力向上プログラム

デジタル戦略を考えたい

海外
進出

攻め方を知りたい

15 海外マーケティング支援プログラム

世界に情報発信をしたい

16 グローバル情報発信プログラム

3 デジタル戦略支援プログラム

海外パートナー・顧客を見つけたい

17 海外市場ポテンシャル探索プログラム

女性活躍を進めたい

4 女性活躍推進プログラム

現地で顧客を開拓したい

18 グローバルイベント支援プログラム

後継者を育てたい

5 事業継承サポートプログラム

企業の知名度を上げたい

19 メディア対応強化プログラム

新しいやり方で情報発信をしたい

20 メディア開発プログラム

マーケ
ティング

新規事業を立ち上げたい

6 新規ビジネス開拓プログラム

商品体系を再構築したい

21 商品体系再構築プログラム

新しい発想・視点が欲しい

7 事業計画レビュープログラム

企業サイトを改善したい

22 企業サイト・広報誌改善プログラム

顧客を拡大したい

8 顧客拡大イベント支援プログラム

市場を把握したい

23 注目の市場 / 競合比較レポート

技術の出口を探したい

9 技術マーケティング支援プログラム

従業員をレベルアップしたい

24 研修カスタマイズプログラム

業界にムーブメントを起こしたい

10 協議会発足プログラム

人材
育成

25 講師派遣プログラム

11 キーインフルエンサー囲い込みプログラム

研究
開発

26 社員ヒアリングプログラム

政府・
自治体

政策立案を支援してほしい

27 政策立案支援プログラム

地方に人を集めたい

28 町おこしプログラム

何に投資するべきかを知りたい

12 R&D 戦略支援プログラム

開発パートナーを探したい

13 研究開発パートナー探索プログラム

特産品を売りたい

29 地方商品マーケティングプログラム

リサーチを効率化したい

14 特許・論文・記事調査プログラム

企業誘致をしたい

30 企業誘致プログラム

解を探し、道をひらく
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次の一手を
どう
打つべきか？

《経営課題解決ソリューション》
事業を成長・継続させるにはどうすればよいか ──。
企業経営の悩みは尽きません。

未来に
先んじて
手を打ちたい

「新サービス・事業の開発」
「人材の採用・次世代経営幹部の育成」
「長期目標の設定」が上位に挙がりました。
成長戦略をどう描くのか、手を組むべき企業はどこか、
人材をどう育成するのか、リスクをどうマネジメントするのか、

め、貴社の経営を「違う視点」で見るド

未来予測についての

ドリームチームで

ブリーフィング、

事業計画をレビュー・

インプット

ディスカッション

ベンチマーク

経営幹部トレーニング・
外部ブレーンアドバイス

経営理念の
社内メッセージ発信

デジタル戦略策定

メディア活用戦略

メディア開発

女性活躍診断・
推進方法策定

社内幹部教育

制度浸透ウォッチ

事業継承方法策定・
後継者選定支援

後継者トレーニング

後継者の外部ネットワーク
構築支援

新しい方向性の示唆

リームチームを結成。未来予測をイン
プットしたうえで、貴社が向かうべき中
長期目標・事業計画についてレビュー・
の方向性を示唆します。

経営の
レベルアップ
を図りたい

2 経営力向上プログラム
長く企業経営を追い続けてきた知見を活
かし、経営力を向上させるための経営幹
部トレーニング、経営理念の社内浸透、
トップメッセージの発信、競合のベンチ
マークなどを支援します。また、研究員
と社外ブレーンでチームを組み、新たな
視点での経営アドバイスを行います。

デジタル戦略
を考えたい

3 デジタル戦略支援プログラム
数多くのメディア事業を手がけてきた知
見を活かし、貴社のデジタル戦略におけ
るメディア活用を支援するプログラムで
す。着手すべき優先順位の策定、自社サ
イトのコンテンツづくりや共同メディア

持続的なビジネスを行い、社会と共生していくには

の開発を含め、統合的にサポートいたし

どうするべきか ──。

ます。

その解決をお手伝いするソリューションをご紹介いたします。

新サービス・事業の開発

日経 BP 総研の研究員および有識者を集

ディスカッションを行い、新たな視点で

日経 BP総研の調査で、全国の企業の経営企画部門に
「貴社全体の課題で重要と思うものは？」を聞いたところ

1 未来予測プログラム

女性活躍を
進めたい

4 女性活躍推進プログラム
日経ウーマンをはじめ、女性が働く姿を
追い続けてきた知見を活かし、女性活躍
やダイバーシティを推進するための診
断・レクチャーおよび制度構築のための
支援をお手伝いします。

人材の採用と育成

長期目標の設定

海外展開

後継者を
育てたい

5 事業継承サポートプログラム
事業を次世代へ承継していくことを支援
するプログラムです。数多くの企業経営
を見てきた知見を活かし、事業継承方法
の相談役として、サポート。後継者候

営業組織の強化

補に対し、企業経営の要諦についてのト
レーニングや外部ネットワーク構築の支
援も実施します。

出所：
『上場企業 500 社経営企画部門調査』
。日経 BP 総研が上場企業 3577 社の経営企画部門を対象に調査表を郵送。調査期間は 2015 年 11 月～ 12 月。有効回答は 499 件。

解を探し、道をひらく
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新しい顧客はどこにいる のか？

《事業創出支援ソリューション》

新しいビジネスをどう創ればよいか分からない。
異業種へ進出するためには、どうすれば成功できるのか分からない。
そうした悩みを抱える企業が増えています。
日経 BP 総研の調査では、新事業の成功要因として

新規事業を
立ち上げたい

6 新規ビジネス開拓プログラム
貴社の商品や技術を棚卸しし、ポテン
シャルを分析。有望な市場を抽出し、新

市場／保有技術／
ビジネスシーズの分析

新規ビジネス開拓
設計図作成

業界キーマン・
顧客アプローチ支援、
マッチング

将来像・
トレンドインプット

事業計画レビュー・
ディスカッション

新しい方向性示唆

戦略立案

プログラム企画／講演者調整

イベント開催

技術を整理・棚卸し

技術マーケティング
設計図作成

顧客探索・ネットワーク構築

規ビジネス開拓の設計図を作成。それと
ともに市場のキーパーソンに対しての啓

「優良な顧客やパートナーがいた」

蒙、パートナー、顧客の探索を実施。設

「市場ニーズのある魅力的な事業アイデアが出せた」

計戦略から実際に商品／サービスを市場
に投入するまでをご支援します。

「売り出す技術の見極めができた」ことが
主要因として挙がっていました。
誰に自社の技術、商品をどう売り込めばいいのか。
市場にどんなポテンシャルがあるのか。
優良な顧客やパートナーを見つけるにはどうすればよいのか──。

新しい発想・
視点が欲しい

7 事業計画レビュープログラム
事業計画を専門分野の知見を持つ研究員
が第三者視点でレビュー。ディスカッ
ションを通じて、新しい発想や視点を吹
き込みます。事業計画を練る前に、未来

その答えを、ご提供いたします。

予測をふまえた市場の将来像をインプッ
トすることも可能です。

顧客を
拡大したい

DATA-2【新規事業の成功要因は？】

8 顧客拡大イベント支援プログラム
顧客を拡大するための、プライベートイ
ベントの戦略立案、企画構成、講演者派
遣を支援するプログラムです。イベント
を実施するノウハウとネットワークを活
かして支援します。運営、集客までお手

位

伝いすることも可能です。

位
位

優良な顧客や
パートナーの
協力があった

魅力ある
事業アイデアを
出せた

技術の
見極めができた

技術の出口を
探したい

9 技術マーケティング支援プログラム
貴社保有の技術を棚卸しし、ビジネスを
創れる有望なマーケットを分析したうえ
で技術マーケティング戦略の設計図を作
成。設計図に基づき、実際の顧客ポテン
シャル探索やマッチング、ネットワーク
構築を行い、実ビジネスに結びつけるご
支援をいたします。

出所：
『上場企業 500 社経営企画部門調査』

解を探し、道をひらく
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技術を収益化
するには？

新しい顧客はどこにいるのか？

《事業創出支援ソリューション ②》

《研究開発支援ソリューション》

業界に
ムーブメント
を起こしたい

10 協議会発足プログラム
特定のテーマを業界で推進するための協
議会を発足し、ムーブメントを起こす原

協議会発足

業界提言
イベント開催

動力を構築するプログラムです。研究所

今後のマーケット動向の変化を予測し
どのテーマの研究・技術開発に投資をするべきか、
どのテーマは投資を止めるべきかについての

のネットワークを活かしてキーマンで

戦略検討・意思決定を支援します。

協議会を構築。そのプラットフォームの
上で、各種イベントや提言など広報活動
を展開します。
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キーインフルエンサー囲い込みプログラム

特定業界やテーマに影響力を持つ企業、
識者、開発者、ユーザーなどとの関係構

戦略策定

関係強化の施策展開

築を支援するプログラムです。情報発信
やキャラバン、イベントなどの企画・実
行を通じて、ムーブメントの起爆剤とな

何に投資する
べきかを知り
たい

12 R&D 戦略支援プログラム
何を研究するべきか、その出口はどこに
あるのか、を明らかにするために、貴社

研究開発を
棚卸し・分析

出口の設計図を
作成

研究開発・
保有技術を分析

開発パートナーを
探索

調査・分析

レポート

の研究開発の現状を棚卸ししたうえで、
そのポテンシャルを分析。出口の設計図
を作成し、何に投資すべきかの計画立案
を支援します。

るステークホルダーとの関係強化を推進
します。

事例：業界にムーブメントを起こす
林野庁 様

業界キーマンと木材活用についての研究会を
開催（林野庁）

表彰されたアプリを世界各国のイベントで展
開（ソニーモバイルコミュニケーションズ）

解を探し、道をひらく

ソニーモバイル
コミュニケーションズ 様

▶木材活用技術の出口を見つけ新たな需要を
創出したい

▶ Android アプリ市場を活性化したい

木材活用技術の出口を見つけるという課題に

Android 端末の付加価値を向上させるために

対して、社会インフラ研究所がハブとなり、

日本での Android アプリ市場を活性化したい

デベロッパーなどの需要者と設計者・施工者・

という課題に対して、イノベーション ICT 研

木材流通など供給者が同じ場で議論を重ねる

究所がハブとなり、Android アプリコンテス

研究会を設計・創設。研究会を通して、木材

トの創設・イベント開催・アプリ開発に関す

活用技術のニーズを調べ、需要者・供給者に

る情報配信を通じて優れた開発企業の発掘・

加え異分野の人をつなげ、新たな需要創出を

ネットワークの構築・開発機運の醸成・マッ

後押しした。木材活用の情報を発信すること

チングを展開。世界各国でのイベント展開も

で、業界の機運を醸成し、さらなる活用拡大

含めて、Android アプリケーション開発活性

へつなげた。

化のムーブメントを創出した。

開発
パートナーを
探したい
リサーチを
効率化したい

13 研究開発パートナー探索プログラム
研究開発の現状と保有技術を分析し、出
口を見据えたうえで最適な研究開発の
パートナー候補を探索するプログラムで
す。効率的な研究開発を実現します。

14 特許・論文・記事調査プログラム
特定テーマ別に特許、論文、記事などを
調査・分析しレポートをまとめるプログ
ラムです。研究開発を効率的に実施する
お手伝いをいたします。
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世界にどう売り込むか？

エコノミスト・インテリジェンス・ユニットとの提携
日 経 B P 社 は 英 国 の 国 際 経 済 誌「 T h e
Economist」の調査機関で世界中の経済に
関するデータ収集・分析・予測サービスを
提供し世界的な評価を得ているエコノミス

《海外進出・拡大支援ソリューション》

グローバル規模で多種多様な需要が生まれ、
大きなビジネスチャンスが広がっています。成長戦略を描くために、
海外市場への進出、ビジネス拡大は必須です。
日経 BP 総研の調査結果でも、
「海外展開」は多くの企業が

ト・インテリジェンス・ユニット（EIU）と提
携し、レポートなどを共同開発しています。

攻め方を
知りたい

15 海外マーケティング支援プログラム
海外マーケットへの進出や、そこでのビ
ジネスを拡大するために競合を分析した

海外競合分析

ポジショニング策定

海外向けコンセプト・
ネーミング立案

メディアテーマ立案

多言語化し
世界に情報配信

オファーを創出、
マッチング

海外向け技術の
棚卸し

パートナー候補探索

現地視察

戦略策定

集客・イベント開催

マッチング

うえで、貴社の取るべきポジショニング
を策定。その上で貴社技術・製品・サー

課題として挙げていました。

ビスのコンセプト立案やネーミング立案

海外にどう打って出るべきか、どうやってパートナー・顧客を

についてのご支援をいたします。

開拓していくのか ── 。
そのお手伝いをさせていただきます。

【日経 BP 社の海外拠点】
Shanghai

世界に
情報発信を
したい

16 グローバル情報配信プログラム
盛り上げたいテーマについて、多言語で
のメディアを開発。日本語のみならず英
語・中国語などを使って情報配信を実施
し、海外からのオフォーを創出すること
を狙うプログラムです。

上海支局
必評広告（上海）
有限公司

海外
パートナー・
顧客を
見つけたい

Silicon Valley
シリコンバレー支局
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海外市場ポテンシャル探索プログラム

海外市場での可能性を把握するために貴
社サービス・技術を棚卸ししたうえで、
海外パートナー・顧客を見つけるための
候補の選出、現地視察の企画、実行まで
をご支援します。

London
ロンドン支局

New York
ニューヨーク支局
●主なコンテンツ・イベントなどでの連携先
エコノミストグループ（英国）
フィナンシャル・タイムズ（英国）
IDG（米国）
財新（中国）
IC Publications（アフリカ）
商業周刊（台湾）
産業情報研究所（台湾）
毎経ECONOMY（韓国）など

解を探し、道をひらく

現地で顧客を
開拓したい

18 グローバルイベント支援プログラム
ビジネスを海外で拡大させるために、現
地でのパートナー・顧客探索のためのキャ
ラバン・展示会開催を支援するプログラ
ムです。海外ネットワークを駆使して現
地での集客・情報発信も含めて支援しま
す。

15

伝えたい人に確実に届け るには？

《マーケティング 支援ソリューション》

企業知名度を上げる、商品認知を向上させる、
新マーケットを創りだす……そのためにはメッセージを
どう発信し、どういう表現をし、人々をどう巻き込んでいくかが
非常に重要になります。日経 BP 総研の調査でも

企業の知名度
を上げたい

19 メディア対応強化プログラム
企業活動をよりよく推進するためのメ
ディア対応のノウハウをレクチャーしま

リリース内容の
コンサルティング

記者会見アドバイス

継続的な発信力の強化
書籍出版

テーマの絞り込み
コンセプト立案

メディア創刊

需要の喚起
意識啓蒙

商品の棚卸し

マーケット分析

対外コンセプト立案
商品体系立案

問題点の洗い出し

改善施策立案

開発・改善

す。リリース内容のコンサルティング、
記者会見アドバイス、書籍出版など発信

「企業ブランド価値向上」
「社外への情報発信」がビジネスを

力強化のための計画立案などを行いま
す。

拡大するうえで課題、と答えている企業が多く見受けられました。
企業ブランド、メッセージをどう発信していくか、表現や伝え方は
どうすれば効果的に伝わるのか ──。

新しいやり方
で情報発信を
したい

メディア企業のシンクタンクである強みを活かし、
その解決をお手伝いします。

20 メディア開発プログラム
特定のテーマでメディアを開発し、需要
の喚起や、意識を変えるための情報発信
をするプログラムです。専門メディア企
業のノウハウを最大限に活かし、コンテ
ンツ開発、メディア運営を行います。

DATA-3【知名度やブランド価値向上の課題】

商品体系を
再構築したい

自社のソリューション
体系が分かりにくい

21 商品体系再構築プログラム
商品群を棚卸しし、国内 / 海外マーケッ
ト に 合 わ せ て「 分 か り や す い 」 形 に
商品体系を再構築します。コンセプトや
メッセージ、商品ネーミング案も含めて

IT メーカー

専門の知見を活用して支援します。

企業メッセージが
うまく伝えられていない

注力分野をうまく
対外的に伝えたい

飲料メーカー

企業サイトを
改善したい

22 企業サイト・広報誌改善プログラム
企業サイトや広報誌についての開発・改
善を支援するプログラムです。メディア
企業の知見を駆使して、最適な情報配信
のための形やコンセプト設計、コンテン
ツ創出をサポートします。

素材メーカー
出所：
『上場企業 500 社経営企画部門調査』における回答者意見から

解を探し、道をひらく
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社内の人を
育てるには？

伝えたい人に確実に届けるには？

《マーケティング支援ソリューション ②》

《人材育成支援ソリューション》

市場を
把握したい

23 注目の市場 / 競合比較レポート
特定のテーマについて、市場動向、ステー

調査分析

クホルダーの動き、競合比較、サービス

レポート

ラインアップなどを調査します。貴社が

どこの企業も人材確保および教育は大きな課題です。数多くのテーマで
ビジネスパーソンのための専門セミナーを主催・運営してきた実績を活かし、
人材育成を全面支援します。

知りたいポイントに合わせて分析したう
えでレポートいたします。

ビジネスを刺激する、発行レポートの一例
グローバル・メガトレンド
2015-2050

25 講師派遣プログラム

貴社独自の研修メニュープログラムの開

特定のテーマのセッションで研究員によ

発・遂行まで支援します。

る講演を行います。

重ね、これまでに蓄積された膨大な情報に新

世界はこれからどこに向かうのか、各産業

たに実施した調査・分析結果を加えて作成さ

はどう発展・衰退していくのか。経済、政

れました。「世界に大きな影響を与える9つ

治、産業、国家は2050年までにどう変化して

のメガトレンド」「7つの産業分野が直面す

いくのか。それらを解き明かすことを目的

る課題とチャンス」「世界の7つの地域の変

として、日経BP未来研究所が、全世界的に

化の潮流」「日本企業がその動向を押さえて

高い評価を受け続けているシンクタンクThe

おくべき40カ国の個別予測」を柱として、

社員の方を横断的にヒアリングし、今後、

Economist Intelligence Unit（EIU）と共同で

2050年までの社会、経済、産業、技術のグ

必要な人材像と人材教育のあり方を提言

発刊した約600ページに及ぶレポート。「日

ローバルな動きを予測分析します。

するプログラムです。

本企業が中長期戦略を立案するうえで真に必

発行：未来研究所

26 社員ヒアリングプログラム

The Economist Intelligence Unit

▶世界の主要 25 プロジェクトを網羅

明らかにしたうえで、2025年に向けてのシナ

IoT（Internet of Things：モノのインターネッ

リオを予測。また、これらの導入が活発化し

ト）のアプリケーションが拡大し、ビジネス

ている欧米を中心に重要事例を25ピックアッ

チャンスが広がっています。

プし、世界で進行するIoTスマートシティ事

本レポートでは、行政サービス、インフラに

例や参入企業の全体像を明らかにしていま

焦点を当て、スマートシティ、スマートモビ

す。

の答えを見つけるための場が『中計塾』で

リティ、スマートパーキング、スマートライ

発行：クリーンテック研究所

す。多角的な切り口で「10年後に生き残るた

日経 BP 総研で
開催している
講座プログラムの一例

中計塾
いかにして未来を予測し、それを事業戦略に
盛り込み、中期経営計画を策定すべきか。そ

ティング、スマート廃棄物管理、エネルギー

めの中長期戦略立案」の思考法やノウハウを

管理、環境モニタリング、犯罪防止、流通小

ご提供します。

売りサービスの9分野のアプリケーションに

主催：ビジョナリー経営研究所

ついて、IoTによる情報とサービスの流れを

解を探し、道をひらく

24 研修カスタマイズプログラム

▶ 2050 年までの世界の変化を予測分析

要な情報とは何か」という議論を両者で積み

IoT プロジェクト総覧
【社会インフラ編】

従業員を
レベルアップ
したい

未来研究所
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効果的な政策を立案する には？

事例：国土交通省様 2020 年までに中古
住宅・リフォーム市場を倍増させる政府の
トータルプラン立案のための調査研究を日
経 BP 総研で実施。マーケットの需要に裏
打ちされた実効性の高い政策立案を 支え

《政府・自治体支援ソリューション》

政策を限られた予算の中で、
最大限の効果を上げるためにはどうすればよいか、
民間を効果的に巻き込むにはどうするべきか、
地方に人を呼び込み、経済を活性化するためには、
どうすればよいのか？

る各種市場データ整備と需要予測を実施。
新たな市場整備の方向性を示した。

政策立案を
支援して
ほしい

27 政策立案支援プログラム
民間連携・技術・女性活躍での専門知見
を生かし、より効果の上がる政策の方向

ブリーフィング

政策ディスカッション
方向性の指示

本格調査
告知展開

町おこしプラン
検討

メディア露出

イベント開催

商品の棚卸し

マーケット分析

対外コンセプト立案
メディア展開

アセットの棚卸し

マーケット分析

対外コンセプト立案
ビジネスマッチング

性を、ブリーフィングやディスカッショ
ンを通じて策定します。本格的な調査や
制度の浸透を促すイベントの開催など、
実行面からも政策立案を支援します。

中央官庁、地方自治体も含め数多くの
政策立案・推進を支援してきた実績を活かして
その課題解決をお手伝いします。

地方に人を
集めたい

28 町おこしプログラム
どうすれば地方の街に人を集めることが
できるのか、町おこしができるのか、イ
ンバウンド需要をとらえることができる
のか。日経トレンディや日経おとなの
OFF など個人向け媒体で蓄積した知見も
活かして、自治体の町おこしをサポート
します。

政府・自治体委員 参加例
日経 BP 総研の研究員は政府・自治体様から、各専門テーマの委員会の委員の
ご依頼を数多く頂いており、政策立案に対する支援をしております。
・NEDO 研究評価委員会委員など NEDO 関連の委員多数
・横浜市みなとみらい 21 地区スマートなまちづくり審議会委員

特産品を
売りたい

29 地方商品マーケティングプログラム
自治体の地域商品群を棚卸しし、マー
ケットに合わせて対外的なコンセプト
メッセージ・商品ネーミングを立案。情
報発信も含めて特産品のマーケティング

・公民連携による海外インフラビジネス推進に向けたプラットフォーム関係者会議委員

をご支援いたします。

・内閣府委員（仕事と生活の調和推進のための啓発のあり方に関する調査研究企画委員会）
・林野庁委員（木材利用ポイント事業有識者委員会）
・経団連・21 世紀政策研究所研究委員
・経済産業省「ダイバーシティ経営企業 100 選」サポーター
・住宅省エネシステム検討委員会協力委員
・国土交通省事業者団体を通じた適正な住宅リフォーム事業の推進に関する検討会委員
・国土交通省中古不動産取引における情報提供促進モデル事業評価委員 など

企業誘致を
したい

30 企業誘致プログラム
街自体のアセットを棚卸しし、マーケッ
トも調査のうえ、街のブランディングの
コンセプトを立案します。企業に向けた
告知展開も含めて企業誘致促進を支援い
たします。

解を探し、道をひらく
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数多くのお手伝いをして きました

《事例ご紹介 ①》

アサヒビール 経営企画本部 様

デジタル戦略を
推進したい。

《デジタル戦略支援プログラム》
新しい形の
デジタル活用戦略を
両社でディスカッション

新たな情報発信の新メディアを開発。
経営戦略としてのデジタル活用で
企業価値を高める

お酒を楽しむ文化の
啓発を目的に
共同メディアを開発

新しい形での世論形成・
潜在顧客の育成、
マーケティングデータの創出

価値を高めたりすることはできないだ

のインタビュー、さらには酒場で職場

の成功をきっかけに、新しい挑戦をし

課題を解決するひとつの例になるのか

ろうか。そう考えていたときに、後

の問題解決を図る『職場人間学』といっ

ていこうという空気が生まれていま

なと感じています。こういった取り組

に『カンパネラ』を共同開発・運営す

たユニークなコンテンツを揃えていま

す。例えば
『アルコールブレスト会議』

みは定量的な結果が得にくいものです

ることになる、日経 BP 総研の方々と

す。現在は月間 40 万人以上の方がこ

という、少しお酒を飲みながらのブレ

が、継続することが企業の価値向上に

経営企画本部デジタル戦略部のミッ

出会う機会がありました。お話をする

のサイトを訪れていますが、いずれは

インストーミングを主催し、参加者を

つながると信じています。

ションは 2 つです。ひとつめは、ビッ

うちに、私たちのようなメーカーが新

1 日に 1 度はアクセスしたくなるサイト

募集し当社の社員も参加して交流をす

その仕組みをつくるには、消費者目

グデータ活用により、スーパーや飲食

たにデジタル分野で取り組もうとして

へ拡充させていければと思っています。

るなど、これまでになかった取り組み

線、あるいは第三者目線が欠かせませ

店といった得意先との関係強化を図っ

いることに強い関心をお持ちであるこ

最初はもちろん、コンテンツをゼロ

も始まっています。

ん。ですから、日経 BP 総研のような、

たり、新商品の需要予測の精度を向上

と、また、メディアへのアクセスデー

から作るところから始めました。サイ

させることにより収益に貢献するこ

タや読者会員などマーケティングデー

トオープンまでに何度話し合いを重ね

アサヒビール（株）

と。
そしてふたつめは、デジタルメディ

タを多様に持たれていることが分かり

たか分かりません。その話し合いの中

経営企画本部 デジタル戦略部 部長

アを通じて企業価値全体を向上させる

ました。当社としても、限られた時間

で、私が最も感じたのは、日経 BP 総

松浦 端 氏

ことです。

で大きな成果を得るため、編集のプロ

研の方々の“熱さ”でした。当社もか

『カンパネラ』は斬新であったため、

の『カンパネラ』のようなサービスが

いずれも、トップの意思を迅速に反

である社外の力も借りて共同運営して

なり熱い方だと自負しているのです

サイトをご覧になる消費者の方だけで

生まれてくるに違いありません。

映させて動く必要があるのですが、後

いきたいということになりました。日

が、
「なんとしてでも新しいものを創っ

なく、オウンドメディアに取り組もう

者には多少、頭を悩ませました。SNS

経 BP 社がメディアとしての実績をお

ていく」という熱意には圧倒されまし

とするマーケティング業界の方々から

を使った消費者とのコミュニケーショ

持ちであることも、非常に心強く感じ

た。白熱した議論の後、一緒にお酒を

も注目をいただき、講演の依頼や問い

ンは他の部署が担当していますし、既

ました。

飲みに行ったこともあります。そう

合わせは以前と比べものにならないく

いった熱意が、準備期間約半年という

らい増えています。

商品ではなくお酒の魅力を
第三者目線で広く伝えたい

に当社にはホームページがあるため、
単に自社の商品を紹介したりするだけ
のサイトを新たに作ってもあまり意味

短期間での立ち上げを
可能にしたのは“熱さ”

お酒のあるコミュニケーションや人生

これから日本で人口が減り消費者の

たと思っています。その当時を振り返

数が減っていく中で、自社に興味・関

るたびに『カンパネラ』を立ち上げる

心を持っていただくにはどうすべき

『カンパネラ』は、お酒に関する様々

ことができたのだから、次もまた新し

か。これは様々な業界の共通の課題で

な話題を集めたメディアで、当社の仲

いことに挑戦できると勇気づけられる

すが、もしかすると『カンパネラ』の

の豊かさを伝えるサイトを作り、それ

間である『なだ万』の料理に合うワイ

を通じて、業界を活性化したり、企業

ンの紹介やウィスキーのブレンダーへ

こともあります。
また社内でも、この『カンパネラ』

が活躍する機会はますます増えていく
のではないでしょうか。恐らくは、ま
だ我々の見たことのない、第 2、第 3

短期間でのサイト立ち上げを可能にし

がないと思っていたからです。
それよりは、お酒そのものの魅力や、

人口減でも消費者を
増やすには

専門性の高い方々がたくさんいる組織

ような、直接的に商品を訴求するので
はなく、
広く需要を喚起する仕組みは、

共同開発したメディア『カンパネラ』
。お酒に関す
る様々な話題を集めたコンテンツを展開。ハッカ
ソンなどトレンドに応じた新しいイベントなどの
施策も積極的に実施。読者数も順調に伸びている。
＊本記事は取材当時の内容になります

解を探し、道をひらく
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数多くのお手伝いをしてきました

《事例ご紹介 ②》

本田技研工業 多様性推進室 様

女性活躍を
進めたい。

《女性活躍推進プログラム》

経営課題として女性活躍を
捉え、専任部署を設立
多様性推進室は 2015 年 1 月に設立
された部署です。当社はもともと基本
理念のひとつとして『人間尊重』を掲
げ、従業員一人ひとりの個性を認めあ
うことで、組織としての総合力を高め

人事部 多様性推進室 室長
向後睦子 氏

啓蒙セミナーを
全社・全国開催

浸透のウォッチ

BP 総研です。同所のプログラムに参

が非常に実りの多いものになり、後の

より現場に近いマネジメント層に向け

まだ少数精鋭ですが、立ち上げた当

加したことで、私自身、当事者意識を

原動力となりました。

た研修を行うなど継続的に風土と意識

初は少なかったメンバーも徐々に増や

の醸成に尽くし、それが当社の成長に

してきました。日経 BP 総研には多様

結びつけばと考えています。

性推進のほかにも様々な専門家がい

持ってこの仕事に取り組もうと改めて

それから、本格的に当社の部・室長・

思うことができました。また、当社の

工場長以上および関連会社の役員の計

上位層における日経 BP の知名度の高

220 名を対象としたセミナーを、2015

さにも驚かされました。

年 12 月までに全国 7 カ所で開催し、

2014 年時点では、女性の役職者比率

が取れそうです。そういった方々の力

日経 BP 総研の方に女性の活躍推進を

は 0.5％でしたが、現在は微増し、0.7％

を借りることは、とりわけ何でもやろ

テーマにした講演を各地で開催し、参

になっています。これを 2020 年には

うという風土のある当社のような企業

加いただきました。

2014 年比で 3 倍、2025 年までに同比

にとっては、新たなイノベーションの

9 倍にしたいと考えています。

きっかけにもなるでしょう。

組織トップを集めて
全国７カ所で活動を展開

現場は日々の業務に忙しく、多様性

ようとしてきました。

本田技研工業（株）

女性活躍推進の
進め方
レクチャー

ホンダ全社の部・室・工場長、
約 220 名を対象に、女性活躍の
推進プログラムを全国で展開

具 体 的 な 目 標 も 設 定 し て い ま す。

ただ、これから真のグローバルカン

女性活躍の推進を進めることにトッ

推進だけに時間を使うわけにはいかな

パニーを目指して、いま一度、多様な

プがどれだけ強くコミットしても、当

いのが実情ですが、役員層から強く出

価値観を融合してイノベーションを喚

社は現場が強い会社でもありますから、

席を後押ししてもらったことで、研修

起し、全社を挙げて存在価値を高めて

会社全体の空気を変えることが不可欠

の参加申し込み率は 9 割以上に達しま

いこうとした時、日本における女性の

です。そこで日経 BP 総研の方に教え

した。また、講師の方からは女性登用

管理職比率の低さが重点課題として浮

ていただいた内容も踏まえ、
『キャリア

に関する政府の動きや法制度の実情、

かび上がりました。

形成支援』
『制度・環境整備』に『意識・

また、他の企業の好事例といった情報

推進するものではありません。ダイ

そのため今回、これを経営課題とし

風土改革』を加えた 3 本を推進の柱と

提供を頂けたため、出席者の満足度が

バーシティと言わず多様性という言葉

て捉え直し、専任組織としての多様性

しました。特に 2015 年からの 3 年間は

非常に高い研修となりました。

を使っているのは、制約のある人をど

推進室を立ち上げ、マネジメント職に就

意識醸成期と位置づけており、意識・

この研修では、私や推進室のスタッ

う活かすかではなく、人それぞれの個

く女性の数を増やすことになりました。

風土改革の第一歩として、まず、社内

フが講師を務めることもできたかもし

性をどう認め合うかを主眼にしている

しかし、こういった目標が決まって

で私たちの最大の協力者となってくれ

れません。しかし、外部の方に講演い

からです。ですから、女性の活躍推進

も、もともと営業を担当していた私に

る人事部門のメンバーを対象に、日経

ただいたことで、出席者も客観的な視

をひとつのきっかけに、従業員一人ひ

は、具体的には何をしたらいいか分か

BP 総研の方々と一緒に私たちが何をし

点を持って、より理解を深められたと

とりが成長でき、その個性をさらに発

らない時期もありました。その時、い

ようとしているのか、理解を深めてい

思っています。

揮できる環境を社内に整備していくつ

ち早く方向を示してくれたのが日経

ただくための研修を行いました。これ

今後は、部・室長から裾野を広げ、

企業と企業を多方面で
つなぐ接着剤としての
機能を期待
多様性推進室は、女性の活躍だけを

もりです。

らっしゃるので、今後も多方面で連携

また、これからの時代は他の企業と
の連携も欠かせませんが、日経 BP 総
研のような組織は企業間連携の接着剤
的存在にもなれるはずです。そこに大
きな期待をしておりますし、当社とし
ても、今後も力を借りていければと
思っています。

全国の組織トップに日本政府の目標や制度も含め
て女性活躍を推進するためのポイントを研修。実
際の現場を想定した演習も実施。
＊本記事は取材当時の内容になります

解を探し、道をひらく
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数多くのお手伝いをしてきました

《事例ご紹介 ③》

大手エレクトロニクスメーカー
2020 年をターゲットにした
新規事業開発プランを策定したい

力のあるサードパーティー会社を

で描くプロジェクトを支援。未来洞察のためのブリーフィングに加え、

発掘し、アプリの品ぞろえを

複数領域で研究員とのディスカッションを実施。

を増やさずに売り上げを増やしたい

法を提案した。企業のブランディングと新製品の売り込みを同時に実現
させる、新たな手法を共同開発した。

ことで、活気を取り戻したい

《グローバル情報発信プログラム》

サイトから問い合わせが入ってくる構図を作り上げた。

ビジネスチャンスを探りたい

連携の場を作り上げた。

《新規ビジネス開拓プログラム》

《メディア開発プログラム》
イノベーション ICT 研究所の監修で企業セキュリティの課題解決サイト
を開設し、1 年間運営。クライアント会社の知見も融合し、セキュリティ
に関する最新情報と解決方法を提供。クライアント会社のサイトへの誘
導にも成功した。

《政策立案支援プログラム》

連動するテーマで、産・官・学のオピニオンリーダーたちが一堂に会す
る公開ディスカッションや分科会を開催してアイデアを創出。歩行者優
先のユニークな自動車動線計画や、電線類の完全地中化をはじめとする

大手小売業

《事業継承サポートプログラム》
経営者と議論を重ね、新たな経営ビジョンを作成。これを確実に社員に

創業者の考えを継承したい

継承するために、「日経ビジネス」などを使った新たな教育の仕組みを導
入し、社員力の底上げを図った。

にとってのビジネスチャンスを提言した。

大手商社
《海外マーケティング支援プログラム》

電気自動車向けの部品に関して、アジアでの顧客・パートナー探索及び
実際の現地でのマッチングを実施。海外事業の拡大を支援した。

女性活躍の自社の課題を抽出し
課題解決の施策を打ち出したい

《協議会発足プログラム》
異業種を集めた協議会を組織。メーカーと異業種の橋渡しをして、ビジ
ネスを加速させるという役割に貢献。

《女性活躍推進プログラム》
全従業員にダイバーシティに関する意識調査を実施、詳細に分析するこ
とで課題を明らかにし、取るべき施策についてコンサルティングを実施
した。ダイバーシティマネジメントに関する社内の理解を促進させた。

地方自治体

《町おこしプログラム》
人口減少に悩む自治体に対し、都会の女性を対象に移住促進を支援。首

女性のＵＩＪターンを促進、

解を探し、道をひらく

イベントに招き、共同展示の支援も行った。

課題を整理するとともに、課題解決に向けたシナリオを作成。顧客企業

研究機関
異業種との連携を加速したい

開催しマッチングを図った。優秀企業を、クライアント会社が出展する

具体策を取り入れた話題性のある土地利用計画を策定した。

国内のスマートコミュニティ事例を調査して、経済的・社会的・技術的

大手メーカー
海外事業を拡大したい

街づくりコンセプトを打ち出したい

半導体産業が日本にあることによる雇用への影響を分析した。また半導
体の突破口は異業種連携をどのように実現できるかであることを指摘し、

アプリ開発会社を開拓。東京や台北、シンガポールでワークショップを

健康、心地よい環境、エネルギー、安心・安全といった市の主要施策と

魅力と話題性のある

《技術マーケティングプログラム》

クライアント会社と共同でバーチャルラボをつくり、協業可能性のある

地方自治体

多言語 WEB サイトを作ることによって潜在顧客の囲い込みを図り、その

大手電力関連会社
電力システム自由化に伴う

企業向けセキュリティ市場での
プレゼンスを高めたい

ターゲット市場に関する動向・ニュースを伝えるために、日・英・中の

《キーインフルエンサー囲い込みプログラム》

大手外資系ソフトメーカー

複数の研究所が連携、数年に１度開催する大型イベントの新たな展開方

業界団体
半導体産業の新しい出口を見いだす

強化したい

《顧客拡大イベント支援プログラム》

中堅電機メーカー
自社製品の市場が急拡大。営業人員

大手電機メーカー

長期ビジョンを踏まえた新規事業プランを未来像からのバックキャスト

大手電子部品メーカー
長年、大規模な展示会を行ってきたが、
次の成長のステージに向けて、新しい
顧客アプローチを実施したい

《未来予測プログラム》

地域を活性化したい

長、移住促進担当者、女性住民へのヒアリングから、街の長所を分析し、
女性にとっての魅力を再定義。メディアコンサルティングを実施し、日
経 BP社の紙媒体、デジタル、イベントとクロスメディアで魅力を戦略的
に発信し、街の認知度向上に寄与した。
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私たちが解決します

《日経BP総研 所長紹介》

事業統括

所長

副所長

酒井 綱一郎

望月 洋介

Yosuke Mochizuki

Tomio Kikyobara

Sachiko Fumoto

Isao Adachi

Hidenori Ioriya

日経 BP総研 事業統括

日経 BP総研 所長

日経 BP総研 副所長

日経 BP総研 副所長

日経 BP総研 副所長

日経 BP総研 副所長

日経 BP社 取締役

日経 BP社 上席執行役員

イノベーション ICT 研究所長

マーケティング戦略研究所長

社会インフラ研究所長

日経 BP社 上席執行役員

日経 BP社 執行役員

日経 BP社 執行役員

日経 BP社 執行役員

日経 BP総研を代表して、
各所長メンバーのプロフィールをご紹介します。
それぞれの専門分野を追い続けて得た
知識と経験をもとに、課題解決を全力で
支援します。

Koichiro Sakai

麓 幸子

安達 功

庵谷 英徳

国際基督教大学教養学部社

千葉大学大学院工学研究科

早稲田大学理工学部応用物

筑波大学第一学群人文学類

東京理科大学工学部建築学

上 智 大 学 文 学 部 卒 業。日

会科学科卒業。スタンフォー

修 了。 日 経 BP 社 入 社 後、

理学科卒業。システム会社

卒業後、日経 BP 社入社。日

科卒業。日揮にて製薬会社

経 BP 社 入社後、主に技 術

ド大学プロフェッショナル・

日経マイクロデバイス編集

にて産業用ロボットの開発

経ウーマンの創刊メンバー。

等研究施設の設計・施工管

系の広告営業を担当。初の

パブリッシング・コース修了。

長、日経エレクトロニクス

に携わった後、日経 BP 社に

日経ウーマン編集長、日経

理・プロジェクトマネジメ

海外向け媒体である Nikkei

日経マグロウヒル（現在の日

編集長、クリーンテック研

入社。日経データプロ、日

ウーマンオンライン編集長

ント業務に携わった後、日

Electronics Asia の開発に参

経 BP 社）
に入社。ニューヨー

究所長を経て現職に就任。

経コンピュータなどの記者・

を経て、ビズライフ局長に。

経 BP 社入社。日経コンスト

画し、以降、複数の新規媒

ク支局長、日経ビジネス編

日本や日本企業がスマート

副編集長として、主に企業

日経ウーマン、日経ヘルス

ラクション編集部、日経アー

体立上げに携わる。2005 年

集部長、ビジネス局長、日

シティやスマートコミュニ

情報システムの動向や ICT

などの発行人、ヒット総合

キテクチュア編集部を経て

の Real Simple Japan 創 刊

経ビジネス発行人などを務

ティにどう取り組むべきか

ベンダーの経営・製品戦略

研究所長などを経て現職。

日経ホームビルダーの創刊

以 降、消 費 財 マーケットに

める。その後、日本経済新

という指針を示す活動を活

を取材・執筆。日経 IT21 編

内閣 府 委 員、林 野 庁 委 員、

に携わる。日経ホームビル

も活動を拡げる。広告局長、

聞社の常務執行役員を経て、

発に行う。横浜市みなとみ

集長、日経ソリューション

経団連・21 世紀政策研究所

ダー編集長などを経て現職。

日経ビジネス企画編集セン

日経 BP 社取締役経営情報

らい 21 地区スマートなまち

ビジネス編集長、日経コン

研究委員などを歴任。経済

住宅省エネシステム検討委

ター長、日経 BP アメリカ社

グループ統括・医療局担当。

づくり審議会委員など、自

ピュータ編集長、コンピュー

産業省「ダイバーシティ経

員会協力委員をはじめ、国

社長、同ヨーロッパ社社長な

2015 年、
日経 BP 総研所長に。

治体や政府の委員を歴任。

タ・ネットワーク局長を経

営企業 100 選」サポーター。

土交通省などで建設・住宅

どを務め現職に至る。企業

故ピーター・ドラッカー氏の

電子技術、エネルギー技術

て、イノベーション ICT 研

日本キャリアデザイン学会

関係の政府委員会の委員や

ブランディング、顧客コミュ

薫陶を受け、イノベーション

面で深い知見と人脈を持つ。

究所長に就任。2017 年より

などの学会にも所属。

審査員も多数歴任。

ニケーション戦略、海外マー

を専門とする。
【著書・活動】
『ドラッカーさんが教えてく

解を探し、道をひらく

桔梗原 富夫

現職。
【著書・活動】

【著書・活動】

ケティングを専門とする。
【著書・活動】

【著書・活動】

【著書・活動】

NEDO 研 究 評 価 委 員 会 委

書籍『プロセスで解き明か

内閣府・林野庁など政府委

国土交通省住宅産業ビジョン

高級消費財系企業の課題解

れた経営のウソとホント』

員、公民連携による海外イ

すイノベーション』
『挑む力』

員を歴任。筑波大学非常勤

研究会委員、住宅省エネシ

決に向けたエクステンショ

など著書多数。TBS ラジオ

ンフラビジネス推進に向

などの監修、ソフトウェア

講師（ジャーナリズム論・

ステム検討委員会協力委員

ンメディア戦略を牽引。ラ

「森本毅郎スタンバイ！」の

けたプラットフォーム関係

取引高度化コンソーシアム、

キャリアデザイン論）
。著書

など政府委員多数。
著書に
『東

グジュアリーライフスタイ

コメンテータとしても活躍

者会議委員など政府委員の

スマート SME 研究会など政

に『女性活躍の教科書』
『な

日本大震災の教訓 震災に強

ル誌『DAZZLE』
『etRouge』

するほか、大学、社会福祉

実績多数。著書に『スマー

府委員会の委員、IoT Japan

ぜ、あの会社は女性管理職

い家』
、
『家を動かせ！眠れる

等、富裕層マーケットに独

法人、NPO 法人などの社会

ト シ テ ィ・ ビ ジ ネ ス 入 門

や Asia ICT Conference の

が順調に増えているのか』

5800 万戸のストックを宝に

自のポジショニングを築く

貢献活動も。

4000 兆円市場への挑戦』。

プロデュースなど実績多数。

など多数。

変える 9 つの法則』など。

メディアを開発。
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私たちが解決します
各研究所長

河井 保博

徳永太郎

仲森 智博

萩原和久

伊藤暢人

Yasuhiro Kawai

Taro Tokunaga

Tomohiro Nakamori

Kazuhisa Hagiwara

Nagato Ito

クリーンテック研究所長

ビジョナリー経営研究所長

未来研究所長

メディカル研究所長

中小企業経営研究所長

《名称》

日経BP総研
NIKKEI BP INTELLIGENCE GROUP
《所在地》
東京都港区白金 1-17-3
http://bpi.nikkeibp.co.jp

上智大学大学院電気電子工

明治大学法学部卒業。1989

早稲田大学理工学部応用化

早稲田大学商学部卒業。入

東京外国語大学ロシア語学

学 専 攻 修 了。日経 BP 社 入

年に日経 BP 社 入 社 後、不

学科卒業後、沖電気工業基

社後、日経メカニカル（現

科卒業。日経 BP 社入社後、

社後、日経コミュニケーショ

動産有効活用誌の日経リア

盤技術研究所を経て日経 BP

日経ものづくり）
、日経エレ

新媒体開発部門、日経ジュ

ン編集部に配属。主にイン

ルエステート・東京、建築

社へ入社。日経エレクトロ

クトロニクスなどを担当し、

エリーを経て日経ビジネス

ターネット系システムの技

誌・日経アーキテクチュア、

ニクス副編集長、日経メカ

主に製造業のマーケティン

記者に。自動車業界、アジ

術・サービスに関する取材

木造住宅技術誌・日経ホー

ニカル（現日経ものづくり）

グ支援に従事。その後、日

アビジネスなどを担当した

活動に従事。日経インター

ムビルダーの編集部を経て、

編集長、オートモーティブ・

経エコロジー発行人、環境

ほか、ロンドン支局に駐在。

ネットテクノロジー、日経

2012 年に不動産投資全般の

テクノロジー編集長、日経

経 営フォーラム事 務 局 長、

日経トップリーダー編集長を

コンピュータの記者、副編

マーケット分析メディアで

ビズテック編集長などを経

環境ビジネス本部長を歴任

務めた後、中小企業経営研

集長を経て、2010 年に日経

ある日経不動産マーケット

て未来研究所長に就任。早

し、2012 年 よ り 日 経 BP 中

究所の設立に携わり所長に

コミュニケーション編集長。

情報の創刊に携わる。2007

稲田大学研究院客員教授、

国社（上海）社長。2015 年

就任した。幅広い業界にお

2013 年より日経 BP クリーン

年に同誌編集長に就任。そ

東京工業大学非常勤講師／

より健康経営フォーラム事

ける中小企業経営に詳しく、

テック研究所上席研究員と

の後、インフラ総合研究所

プログラムオフィサー、同

務局長に就任し、政府の日

経済産業省や東京都中小企

して、スマートシティ関連

副所長、日経ビジネス副編

志社大学技術・企業・国際

本再興戦略の柱の一つ「健

業振興公社、トーマツ ベン

の調査、イベント企画など

集長などを歴任し、2017 年

競争力研究センター嘱託研

康経営」の共同研究に参画。

チャーサポートなどが主催す

に従事。2016 年 1 月、クリー

からビジョナリー経営研究

究員、経済産業省産業構造

2017 年 4 月よりメディカル

る賞の審査員を歴任。

ンテック研究所長に就任。

所長。

審議会委員などを歴任した。

研究所長に就任。

【著書・活動】

解を探し、道をひらく

【著書・活動】

【著書・活動】

【著書・活動】

日経BP社
日経BP総研 戦略企画部
TEL:03-6811-8032
《統括》
酒井 綱一郎

《所長》
望月 洋介

《傘下研究所》
クリーンテック研究所
ビジョナリー経営研究所
マーケティング戦略研究所
社会インフラ研究所
イノベーション ICT 研究所

【著書・活動】

センサーネットワーク、オー

不動産流動化・賃貸オフィ

著書に『自動運転』
、
『もの

医療分野における産官学を

著書に、プロ野球球団の復

プンデータ / ビッグデータ

スマーケット分析や都市開

づくり大国の黄昏』
、
『なぜ

つなぐマーケティング支援や

活を経営面から分析した『広

など ICT の観点から、世界

発、ワークスタイル変革な

技術で勝ってビジネスで負

リサーチ活動を実施。創立

島カープがしぶとく愛され

のスマートコミュニティを

どの分野に関する調査・分

けるのか』
､『FUKUSHIMA

9 周年を迎えた「21 世紀医

る理由』
（共著）
、
『先んずべ

調査・分析・提言する活動

析、講 演 活 動の実 績 多 数。

療フォーラム」では、
医療ビッ

し—トヨタ「世界最強」への

実績多数。スマートな社会

ワークプレイスの生産性向

『ほんものの日本人』など日

グデータ、心臓病、うつ病、

格闘』を執筆。中小企業経

を支えるビジネスづくりを

上に関する研究会などにも

本文化・伝統工芸分野の書

介護など多岐にわたり政策

営やリーダーシップに関する

考える研究会も推進。

参加。

籍も多く手がける。

提言や情報発信を行う。

講演多数。

レポート』
、
『思索の副作用』
、

《ご相談などのお問い合わせ先》

未来研究所
メディカル研究所
中小企業経営研究所
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〒108-8646 東京都港区白金1-17-3 tel.03-6811-8032 fax.03-5421-9161 http://bpi.nikkeibp.co.jp/

